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セブン銀行 ATM、スマホで
「au WALLET 残高」「WebMoney プリペイドカード」への
現金チャージが可能に
～「au PAY」などの決済サービスがより便利に利用できる！～
KDDI の提供する「au WALLET 残高」およびウェブマネーが発行する「WebMoney プリペイドカー
ド」
（注 1）
（注 2）は 2019 年 6 月 24 日より、全国に 25,000 台以上あるセブン銀行 ATM において
スマートフォンで現金チャージ（入金）ができるようになります。

セブン銀行 ATM は、セブン-イレブンをはじめとするさまざま商業施設、空港や駅、観光地などに
設置されており、このたびの連携開始により、
「au WALLET 残高」
「WebMoney プリペイドカード」
のチャージできる場所が大幅に広がり、24 時間（注 3）現金でのチャージが可能となります。
なお、チャージされた「au WALLET 残高」は、
「au PAY」や「au WALLET プリペイドカード」と
してお店でのお買い物やお支払いにご利用いただけます。

au WALLET 残高

WebMoney プリペイドカード

＜チャージしたお金をご利用いただけるサービス一覧＞
※スマートフォンによるチャージ(入金)のみの提供であり、プリペイド式カードでのチャージはできません。

「 a u P AY 」 は 、 お 手 持 ち の 「 a u WA L L E T ア プ リ 」 か ら 簡 単 な 操 作 で ご 利 用 い た だ け 、
アプリ上に表示されるバーコードや QR コードを POS レジや各種端末で読み取ることで、対象店舗で
のお買い物・お支払いにご利用いただけるスマホ決済サービスです。使える場所は 2019 年 5 月下旬
以降「スギ薬局」
「ビッグエコー」
「JapanTaxi」「つぼ八」などが追加となり、順調に拡大しています。
また、現在ご利用金額の合計最大 26.5％の「au WALLET ポイント」をお客さまに還元しています。
KDDI グループは、生活の中心となったスマートフォンを通じてお客さまの日常生活における決済・
金融サービスをより身近にする「スマートマネー構想」を始動しています。
今後も「通信とライフデザインの融合」を推進し、"お客さまに一番身近に感じてもらえる会社"
として、日本の現金文化からキャッシュレス社会への変革を推進することで、お客さまの豊かな生活を
サポートし、新しい体験価値を創造していきます。
詳細は別紙をご参照ください。
以
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＜別紙＞
■セブン銀行 ATM でのチャージについて
１．ご利用方法
・「au WALLET 残高」へのチャージは、
「au WALLET アプリ」を起動して、チャージ(入金)より
セブン銀行 ATM チャージを選択後、ATM 画面に表示された QR コードを読み取ることで
ご利用いただけます。
・「WebMoney プリペイドカード」へのチャージは、
「WebMoney ウォレットアプリ」を起動して
チャージ(入金)よりセブン銀行 ATM チャージを選択後、ATM 画面に表示された QR コードを
読み取ることでご利用いただけます。
※アプリを最新バージョンへアップデートしてご利用ください

ATM 画面に表示された QR コードをスマホで読取り

「スマートフォンでの取引」を選択

ご入金する紙幣を投入

入金金額のご確認

スマホに表示された企業番号

チャージ完了

２．サービス内容、ご利用可能時間ならびにご利用手数料
サービス名

サービス内容

ご利用可能時間

ご利用手数料

チャージ（入金）

終日

無料

au WALLET 残高
WebMoney プリペイドカード
WebMoney プリペイドカード Lite
※チャージは、1,000 円以上 1,000 円単位となります。1 回（1 日）あたりのチャージ限度額は 50 万円となります。
スマートフォンでの取引のみとなり、プリペイド式カードを使ったチャージ（入金）はできません。

３．提供開始日
2019 年 6 月 24 日 10:00

（参考）
■「au PAY」特長
① スマートフォンだけでお買いもの
お手持ちの「au WALLET アプリ」から簡単な操作ですぐにご利用可能。
② au WALLET 残高が使える
「au WALLET プリペイドカード」で使っている「au WALLET 残高」がそのまま利用可能。
貯まっている「au WALLET ポイント」や、
「au かんたん決済（通信料金合算支払い）」
、じぶん銀行を
はじめとした、さまざまなチャージ方法が選択可能。
③ おトクな特典ぞくぞく！
ご利用金額に応じて、200 円（税込）ごとに 1 ポイント（0.5％相当）、au スマートパスプレミアム
会員のお客さまは 200 円（税込）ごとに 3 ポイント（1.5％相当）の「au WALLET ポイント」を
お客さまに還元。現在最大 26.5％の「au WALLET ポイント」を還元中。

■「au PAY」利用時のポイント還元 詳細
「au PAY」利用時のポイント還元
通常特典

キャンペーン

全てのお店（注 4）で
「au PAY」で決済

食べログ特集掲載の対象店舗で
「au PAY」で決済
（注 5）

三太郎の日に「au PAY」で
決済（注 6）

期間

―

2019 年 7 月 31 日まで

三太郎の日
（毎月 3 日、13 日、23
日）

au スマートパス
プレミアム会員

1.5%還元
（200 円/
3 ポイント）

au STAR
会員
一般の
お客さま

0.5%還元
（200 円/
1 ポイント）

5％還元
（200 円/10 ポイント）

20％還元
（200 円/40 ポイント）

合計で最大
26.5%

5％還元
（200 円/10 ポイント）

合計で最大
10.5%

―

合計で最大
5.5%

条件など詳細は、キャンペーンページ（https://www.au.com/pr/point-cpn/）をご確認ください。
※「au PAY」のご利用は「au WALLET プリペイドカード」のお申込みと「au WALLET アプリ」が必要です。
※「au PAY」の 1 回あたりのお支払い上限額は 49,999 円（税込）です。

■「WebMoney プリペイドカード/WebMoney プリペイドカード Lite」について
「WebMoney プリペイドカード/WebMoney プリペイドカード Lite」は、クレジットカードのような
審査が不要で、どなたでもお申込みいただくことができる、国際ブランドプリペイドカードとして
2014 年 5 月のサービス開始以来、多くのお客さまにご利用いただいています。
従来の WebMoney 加盟店に加えて App Store や Google Play などのインターネット領域や、飲食店や
コンビニエンスストアなどのリアル領域、世界 210 カ国以上、4,720 万店舗の Mastercard（R）加盟
店（注 7）でのお支払いにご利用いただけます。特に「WebMoney プリペイドカード」は、クレジット
カードでも採用されている『EMV』仕様に準拠した IC チップの搭載により、不正利用やカード偽造が
されにくくなり、さらに安心してご利用いただけます。
また、2019 年 10 月から始まる「キャッシュレス・消費者還元事業」で承認されたカードで、
対象店舗でご利用いただくと最大 5％のポイントが還元されます。

＜WebMoney プリペイドカード＞

＜WebMoney プリペイドカード Lite＞

「WebMoney プリペイドカード/WebMoney プリペイドカード Lite」の詳細はこちら
（https://www.webmoney.jp/masterwm/about.html）をご確認ください。
「キャッシュレス・消費者還元事業」についてはこちら（https://cashless.go.jp/）をご確認くださ
い。
（注 1）旧名称「WebMoney Card」
「WebMoney Card Lite」を含みます。
（注 2）セブン銀行 ATM でのチャージには「WebMoney ウォレットアプリ」が必要となります。
「WebMoney ウォレットアプリ」はウェブマネーの新しい公式アプリで 2019 年 6 月 20 日より iOS、Android 向け
に配信開始しています。
（注 3）一部店舗にて営業時間が 24 時間でない店舗もあります。
（注 4）
「au PAY」利用可能店舗に限ります。
（注 5）決済後の 3 日~4 日後に付与されます。ポイント付与の結果は、
「au WALLET アプリ」または au WALLET サイトの
ポイント履歴でご確認いただけます。
（注 6）決済月の翌月末から翌々月上旬を目途にポイントを一括付与します。月間合計 5,000 ポイントが付与上限です。
（注 7）2018 The Nilson Report 調べ。なお、高速道路、ガソリンスタンド、公共料金や携帯電話など一部の Mastercard
加盟店ではご利用いただけません。
※その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
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